
72019．2．1催しや講座など、申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス

●町田市医師会休日・準夜急患こども
クリニック（小児科）（日中帯の受け付
け：日曜日、祝休日の午前9時～午後4
時30分〔電話受付は午前8時45分か
ら〕、準夜帯の受け付け：毎日の午後7時
～9時30分〔電話受付は午後6時か
ら〕）＝健康福祉会館内☎710・0927
●町田市歯科医師会休日応急歯科・障
がい者歯科診療所　休日応急歯科診
療（日曜日、祝休日）、障がい者歯科診
療（水・木曜日〔祝休日を除く〕）、いず
れも午前9時～午後5時、受け付けは午
後4時30分まで（予約制）＝健康福祉
会館内☎725・2225
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健康福祉会館 原町田5-8-21

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、3日＝はぎの耳鼻咽喉
科（☎728・8737、玉川学園7-1-6）、
10日＝まちだ耳鼻咽喉科（☎794・
6108、木曽西2-17-26）、11日＝稲
垣耳鼻咽喉科医院（☎722・3115、
原町田6-22-15）

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
1日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
2日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

3日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 中村内科 ☎799・6656 金森東4-42-28
内科、
小児科 佐藤寿一クリニック ☎710・2251 原町田1-7-17

内科 やました内科・脳神経クリニック ☎794・6327 山崎町2055-2

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系
おか脳神経外科 ☎798・7337 根岸町1009-4
町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47

4日㈪ 午後7時～翌朝8時 内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
5日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
6日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43
7日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎798・1121 小山ヶ丘1-3-8
8日㈮ 午後7時～翌朝8時 内科系 あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3
9日㈯ 午後1時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

10日㈰

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科 熊谷医院 ☎795・5325 金森東4-33-4
内科 近藤医院 ☎728・6898 成瀬1-6-7
内科 多摩境内科クリニック ☎703・1920 小山ヶ丘3-24

午前9時～翌朝9時
内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1

外科系
多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491
あけぼの病院 ☎728・1111 中町1-23-3

11日㈷

午前9時～午後5時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）
内科、
小児科 すずかけ台診療所 ☎795・2121 つくし野3-17-9

内科 田村胃腸科内科クリニック ☎735・5667 能ヶ谷2-12-6
内科 おやま内科クリニック ☎860・0326 小山町233-1

午前9時～翌朝9時
内科系 多摩丘陵病院 ☎797・1511 下小山田町1491

外科系
町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41
町田病院 ☎789・0502 木曽東4-21-43

12日㈫ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田慶泉病院 ☎795・1668 南町田2-1-47
13日㈬ 午後7時～翌朝8時 内科系 南町田病院 ☎799・6161 鶴間4-4-1
14日㈭ 午後7時～翌朝8時 内科系 町田市民病院 ☎722・2230 旭町2-15-41

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

東京都医療機関案内サービス
ひ ま わ り
☎03・5272・0303

24時間365日

または☎042・521・2323

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつま
れ！】
対3・4歳児とその保護者日2月9日
㈯午前10時30分～11時40分場同
館2階大会議室内紙芝居、絵本、わら
べうた、言葉遊び等上演桃の木工房
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村科学クラブ～光を集め
てみよう】
対市内在住、在学の小・中学生日2月
10日㈰午前10時～正午内光を集め
る方法とその仕組みについて学ぶ講
電気の先生・伊藤泰郎氏定20人（申
し込み順）費300円
【②ひなた村科学クラブ“ぷち”～科
学捜査“なぞりん”からの挑戦状】
　科学の力で指紋や証拠品を調べ、
隠されたお宝を探そう！対市内在
住、在学、在園の5歳～小学生とその
保護者（小学生は子どものみの参加
も可）日2月17日㈰午前10時～正午
講まちだ実験し隊定20人（申し込み
順）費300円
【③糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学2年生～18歳の方（小

話でひなた村へ④⑥直接会場へ／③
は、2月17日以降定員に空きがあれ
ば、19歳以上の方も電話で受け付け
ます
●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【森林体験塾Ⅲ】
対市内在住、在学の小・中学生の親子

学2年生は保護者同伴）日2月23日
㈯午後2時～4時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り定10人（申
し込み順）費300円（糸のこ1台につ
き）
【④ひなた村シアター】
日2月24日㈰午前10時30分～11時
30分場ひなた村第1レクリエーショ
ンルーム内「たぬきの糸車」「ひなま
つり」「エリック・カールコレクショ
ンⅠ～はらぺこあおむし他～」
【⑤ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の16歳以上
の方日3月2日㈯午前10時～午後3
時内ドラム缶ピザ窯の使い方を学ぶ
（受講者には、今後ピザ窯の利用がで
きる修了証を交付）定20人（申し込
み順）費400円
【⑥たきびのじかん】
　小学3年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日3月9日㈯
午前10時～11時30分（正午に消火、
雨天中止）場ひなた村てっぺん広場
内たき木を拾い、たき火体験（焼く物
や軍手等の持参も可）

◇
申①②③⑤2月1日午前10時から電

日2月24日㈰午前10時～午後3時場
同センター／ＪＲ横浜線相原駅西口
～同センター間の無料送迎バスを運
行内しいたけのほだ木作りと竹細工
を通して里山暮らしを学ぶ講大戸源
流森の会定30人（申し込み順）費1人
600円申2月1日午前9時から電話で
同センターへ

子どものイベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧下さい。

情報コーナー
●東京都住宅供給公社～都営住宅入
居者募集
【①ポイント方式（家族向）②単身者
向、単身者車いす使用者向、シルバー
ピア（単身者向・二人世帯向）③居室
内で病死等があった住宅】
　都内に3年以上居住等、いずれも
要件有り／詳細は募集案内を参照配
布期間2月4日～13日配布場所市庁
舎1階総合案内、各市民センター、木
曽山崎連絡所、町田・玉川学園・鶴川
・南町田の各駅前連絡所、同公社町
田窓口センター、都庁等（各施設で開
所日時が異なる）／同公社ホームペ
ージで配布期間中に限りダウンロー

ドも可申郵送で2月18日まで（必着）
問同公社都営住宅募集センター☎
0570・010・810
●町田消防署～テロ災害合同訓練
　東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会に向け、町田消防
署と町田警察署が連携したテロ災害
合同訓練と市民参加型訓練を実施／
詳細は町田消防署ホームページを参
照日2月17日午前11時～午後0時
30分（荒天中止）場原町田大通り、町
田センタービル及び町田東急ツイン
ズ周辺内市民参加型訓練＝ＶＲ車体
験、まちかど防災訓練車体験、東京消
防庁音楽隊による演奏、消防・警察車
両の展示（予定）問町田消防署☎794
・0119


